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お住きいの近くの「子育てひうけ」をご案内じきけ
こなたても遊びに来てくださいわ
イベントの詳細勝各国にお問い合わせください
※天候によιl変更や中止の場合があι勝すので
各国にお問い合わせください

〆
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「子育てひうけ詢じンター」勝この南地域版の他に
「婦 J「忠生 J「町田J「鶴‖lJ地域版があιl春す

鉾銘鷹穐提鼎閣野螺調で

南地域版勝下記の場所等で配布していきす
南市民センター、なるせ駅前市民センター
需合体育館、子にもセンターばあん

F肥宮‰  |
ヽ ノ

赳二酵酵:

QRコードで構帯電話
から手軽にアクセス

=01ま
す  品↓南地域版‐ 下記の保育□Ofベントについてご紹介して

① 成瀬くιlの家保育□ 町田市成瀬1-5-1 042-710-8177 042-710-8178 ○

② 高ヶ坂保青□ 町田市高ヶ坂6-2-10 042-727-2373 042-727-5373 ○

③ 高ヶ堰ふたば保育□ 町田市高ヶ坂7-26-6 042-720-8215 042-720-8217 ○

④ 町田わかくさ保育□ 町田市成瀬7-10-7 042-728-0288 042-728-0344 ○

⑤マ語竃露撃喜署相議センター 町田市金森東1-12-16
042-710-2752

(子育てひろば専用 )

042-710-2753 ○

⑥ わむのホ保育□ 町田市金森東3-17-25 042-706-0733 042-706-0737 ○

① こけこ保青園 町田市金森6-37-18 042-796-3628 042-796-3697 ○

③ 光の原保育日 町田市南町田1-3-48 042-788-5381 042-788-5385 ○

⑨ 南つくし野保育日 町田市南つくし野2-17-1 042-788-5228 042-788-5328 ○

⑩ ′ヽッピードリーム鶴間 町田市南町田4-22-7 042-796-3322 042-796-3328 ○

① こう‖ん保育□ 町田市金森7-6-1 042-725-7070 042-727-2822 ○

⑭ もι:のあがゎ保育園 trIE?fi'4\,111-11-2 042-788-7025 042-799-2070 ○

⑬ 威瀬南野保育□ 町田市成瀬が丘3-22-1 042-795-2101 042-796-3315 ○

⑭ こびこのも‖保育□ 町田市小川6-1-32 042-850-5423 042-795-1455 ○

⑮ レイモンド南町田保育□ 町田市鶴間8-4-30クレインドビルlF 042-706-9641 042-706-9642 ○

⑮ 町田南保青□ 町田市金森東4-36-8 042-796-8346 042-796-8346 ○
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<保育日からのお知らせ>このページに勝、定期的に開催されるイベントにつらlτ掲載していきす
※特に記載のない限ι:¨①日曜日、祝日は休みてす ②各イベントは無料です ③駐車場鵬 ι:春世ん

④各イベント勝保護者(ス勝六人)と一緒0参加です 1イベント勝未輔学児対象です

<高ヶ坂保青■>
・子育て相臓

2018年7月毎週月～金曜日 10」∞～lm
食事、睡眠のこと、子育ての悩みなど

気軽にご相談く離 い

電話による相臓も受け付けています

来日前にお電■く離 い

0ひだまり広場
2018年7月 2日・9日・23日・30日 (月 曜1日

)

17日・24日 口31日 (火曜日)騨Юγ12"
晨上テラスで自由に選びましょう: 雨天中止

・あそぼう会 ■塵・室内選び・集まり 
‐

2018年7月 3日・10日 (火曜日)鍵30～1畑
親子で、又、在■児と―縮に■庭や室内で邊びます

集まりの時間には餞み日かせなどの

お楽しみもあります(集まりは1lm～ )

く市立金森保育口>
・■鷹開放

2018年7月毎週月ん土曜日 a30～17m
広い■鷹で遠具やおもちゃを使つて

π気:こ選●ましょう
地域専用駐車場5台 (鋭30～16m)     .

0青児相餞
2018年7月毎週月～金曜日 3m～17m
子育てのことを―緒に考えましょう

相餞は電日、来■、家庭訪日でお受けしています

地域専用駐車場5台 030～ 16m)

・室内■放
2010年7月毎週月～金曜日 9"～10m
お部Eで自由に選礁 しよう
おそびの会等で使用できない時間があります
ランチタイム11却～1輌
地城専用駐車場5台 (a30～10m)

・青見サ…クル支援
2018年7月毎週月～金曜日 a30～17m
サークル活助へのアドバイスや相餞‐
おもちやの負し出し等をしています
お気軽にご相餞ください

おもちゃの賃し出し要予約 (蝋m～17m)
地域専用駐車場5台 (Om～ lom)

0親子体験保育
2010年7月毎週月～金曜日 Om～綸食終了まで

お子さんと同年齢のタラスで

親子…縮に■生活を体験してみませんか

要予約 (平日Omん17m)有料 1食2∞円

駐車場は利用で書ません

く高ケ坂ふたば保青園>
・口鷹開放

2018年7月毎遍月～土曜日(0日 を除く)

9くЮ～17m
■魔を開放しています 気軽に違びに来てください

・手育て相談・手育て支援スペース開放
2018年7月毎遍月～金曜日

(11日 午後・12日午前を除く)

9J∞～1230 1馴∞～17m
保青■に来て、友通の輸をひろlftせんか

青児に目する相談もお受けしています

・ おひさま文庫 (0～ 3歳)      .
2018年7月 2日 (月曜日)・ 4日・18日・25日 (水曜日)

13日 (金曜日)11」m～12m
親子でゆつくり本を通びませんか

本の貸出を行います

<南つくし野保育□>
・■鷹■放

2018年7月毎週月～金曜日 1鋼m～ 11“

みんなで―緒に遊びましょう
色々なおもちゃがありますよ

<こびとのもり保育□>   ‐

口こびとひろば

<成瀬くりの家保育□>
・■鷹■放

2018年7月毎週月～金曜日 1創∞～1lm
保青■のお庄で選礁 しよう 雨天中止

口まるんひろば(室内開放)
.2018年

7月毎週月～金曜日 1創∞～15m
‐子育て支援スペースを目放しています
.お

気軽にどうぞ

あとりえリーず

く成瀬南野保育口>
・口鷹開放

2010年7月毎遍月～土曜日 Om～‖:30

保青日のお友違と―緒に遊びませんな1



※悪天候の際け中止になる場合もあ
`勝

すので各口にお問い合わ世ください

<.こばと保青口>     ■■■|‐ |

0プール開放          ■■

2018年7月毎週月～水曜日(4日を除く)

13m～ 1430
広いプールで水遊びしましょう: 要予約
天候・気温等により中止あり 駐車場あり

・青児相談
2010年7月毎週月日本・金曜日 "0～ 1230
子育てについて(食事・睡眠・トイレトレ‐■ングなど)

不安や悩みを感じた時はご相臓く離 しヽ
要予約〈0/2510」∞～)駐車場あり |‐

・こばと広場 (室内開放)

2018年7月毎週月・水・金曜日 鰤 ～1知
こばとの室内で遊びましょう
おもちゃ日放や、絵本の賃し出しも行います
駐車場あり

・ こぼわ ンチ(1歳0か月～5歳)

2018年7月10日・24日 (火曜日)1釧m～12m
保青□の遠具やおもちゃでたくさん違んだ後は
おいしい綸食をどうぞ !    ■

要予約

“

組 0/2510J∞～)

有料(親子で500円)駐車場あり

<もりのおがわ保育□>
・子育て相談

2018年7月毎週月～金曜日 Om～17m
食事や睡眠、1毎日の子育てでの悩みなど
お気軽にご相臓ください 電■でも受け付けます

・室内開放             |
2018年7月毎遍火・水・金曜日 鋭30～i加
保青日のお部屋を開放いたします
ご自由に遊びに来てくJ晨讐いね !

<町田わかくさ保育口>     ‐

・■庭・室内開放 |‐

2010年7月毎遍月ん土曜日 Om～17m
親子で■鷹・室内選びを楽しみましょう
大型遊具も充実しています !

あったかなるせ室口飲食可
駐車場5台 (Om～lom)

・日書賃し出し
2018年7月毎週月～土曜日 9瀾～10m
日書の貸し出しを

『あつたかなるせ室Jで行つています 駐車場5台

・青児相餞
2018年7月毎週月～土曜日 Om～10m
青児に日わることの相餞を受けています
些綱な事毬 お気軽にどうぞ 駐車場5台

口乳児用プール開放 (1～30)
2018年7月毎遍月～金曜日 1130～1“0
(受付1畑まで)

乳児用の小型プールを開放します
温水シャワーt使用‐ ます :

低気温、雨天等1中止 駐車場5台

・わかく綸 食
2018年7月 3日 (火曜日)・ 13日 (金曜日)

18日 (水曜日)11:"～
当■自慢の綸虚をぜひ食べてみませんか?
離乳食ロアレルギー除去食 (口・牛乳のみ)応相談
要予約 (3組)有料 (大人300円子ども200円 )

駐車場5台

・わらベビ数室(生後2～6か月)

2018年7月 5日・12日 (木曜日)1030～ 1lm
わらべ歌を使つたペビーマッサ…ジで
親子でリラックスしましょう
パスタオルを言持参くJ熙讐い 全2回
要予約 (Ю組)駐車場5台

<レイモンド南町田保育口>
・■開放(れもんてぃ)

2018年7月毎週火口水・木曜日 眈30～ 12鋤
子育て支援室にて
■開放「れもんてぃJを行つております
お気軽に選びに来てくださいね !

くこうりん保育□>
・ ■魔■放

2018年7月毎週月～土■日 1伽m～1獅
大きな固定邊具や砂場など
親子で日鷹選礎 お楽しみく雄 い
お気軽にどうぞ : 駐車14台

・子育て相談             ‐

2018年7月毎遍月・水・金曜日 10」∞～15m
毎日の子育ての中で感じる心配事など
お気軽にお■しく離 い
要予約(平日10m～17m)

・りんりんひろば
2018年7月毎遍月・水・金曜日 Om～ 1230
室内開放 親子で一緒に遊びましょう
身体測定もで ます お弁当はOK  ‐■
椰曽全森第6アパート第2集会室   ■ |‐

駐車14台            ‐■

<ねむの木保育口>
・ねむの木ひろば

2018年7月 18日 (水曜日)・ 24日 (火曜日)

1釧Ю～ 1lα)        .・
親子で―緒に遊びましょう♪    ‐■
成瀬が二ふれあい会館



く光の原保青口>

1青児相臓‐    ‐ |‐       |
12010年

'月

毎週月‐
～全曜日 Om～17m l

■食事のこと、睡眠のこ
―
と、発遭について  |

青児でのお悩みなどお気軽にご相談く
'甕

ユヽ
甕口い合わせ

・■鷹■放
■2010年7月毎遍月

～
金曜日 1鋼m～lm

‐保青■のお臓で選びましょう!:    ‐■

く町日南保青口> ‐

1■慶で選lf●    ■■||■■ |■‐
2018年7月 12日・10日・20日 (本電日)・・
13日・27日 (金曜日)鋭30■12m
保青■の■塵で    ―‐

保青■の子ども遭卜 緒に選嚇 しよう
爾天中止
駐車場7台

ぶぢくれよんひろば

墾部需     し賛
日時:7月3日・10日 (火)10:30～ ‖:45

(‖ :45～ 12:30勝ラン千タイム開放 )

※10日勝企百「絵の具スタン驚 あそぼうJを予定

I              (南
第二Jl学被肉)

TEL:042-727-3384
ころん子学童保青クラ7(南第四Jl学機隣持 )こうん子学童保育クラ7(南鋼

TEL:042-799-0989

日時:7月 0日 (金曜日)10::5～ ‖:30

(ラン千タイム‖:30～ 12:30)

願ι
l:iJ:I[tillL勝しょぅ   嫡

I副
   育ク覗 (南威測 1掘 地D

南口

"顔

3-6 TEL:042-726-1758

★お勝むし会★

7月4日・‖日・18日 025日 (ホ曜日)15:15～
☆ちょうちょうお話会★

7月 20日 (金曜日)‖ :00～

I問い合わ世先 l

金森日書館 金森東3-5-1
TEL:042-710-17:7

※6月～9月参て、a憾むし会の時間が寝糧 勝け ′

25日のお勝むし会勝sIの特い し会です♪

金森□書館からのお知ら世

日時 :7月9日 (日曜日)'0:30～ :::00(自由適び )

場所 :成瀬コミゴ   
‖ :0°～‖:45(■nグラム)

lBI田市西霞
テ池

"~1階
ホ可 L

対象:0歳～輔:肇薔
瀬2-49-:)

内審欄 子遊び、需
の乳幼肛

“

保護者
簡単おゲーム、工作、おけなしなこ

I問い合わせ先】子Ctセンターはあた金森4-5-7
TEL 042-738-418:

引賢センタそ市揚λキリス:N威瀬≫

生涯学習センターかつ お知ら世 「なつ春つらに あそぼう」くるくるロケット

ロ時87月 10日 (火曜日)10:30～ ‖ :30

対象:町田市内在住の未報学圏 護者

場所:町田市生涯学習セ″ ― 1階 学習室 :、 2

内害:身近な材料で手形の諄 lやおもちゃをわ たらl、 お冨ローナーを春

"費用:無料 定員::5組 (申し込み願)申u慰卜1/2609:00か句電話で生涯学習センターヘ

I問い合わ世先】町田市生涯学習センター 町田市鷹町田6-3-l TEL:042-728-0071

親こ子の春むびのひろ勝

日時 :『きしゃポッポ』7月3日・10日・17日 (火曜日)14800～ 10:00※eL●満 ポヘの参加鰺月2口春で

「パパ●しゃJ7月22日 (日曜日)14:00～ :6800
対象 :町田市内在住0001歳児こ保護者、マタニティの方 (「きしゃ釉 ポ」のみ)

露獣淵菖監 鳥 犠 潤 腱 鋼 糊 猟 嵩 じこ
む

IHll合わせ先l町田市生涯学習センター 町田市原町田6-3-l TEL:042-728-0071
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<イベントカレンター>※ィベンド相用につらlτ勝各国に劉耶1合わ世ください
特に記職のない限ι

l、 開催場所勝主催保育□です きた各イベント勝保護者(ス勝六人)こ―緒の参加こむι勝す

悪天候の際勝中止になる場合もあιl春すので各国にお問い合わせください

日 曜 主催施戯 予詢1費腱|1場商他| イベント名(対彙隼齢)|イベ小 肉害 時間

2 月

市立金森保育園
ふれあいもみじ館 駐
車場10台 親子共靴下
善用

わんわんひろば(1歳6か月～5歳)おもちゃで遊んだ
り、親子で一緒にリズムあそびを楽しみましょう

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 要予約
さくらんぼくらぶ1(2～ 4歳 )H.26.4～ H28.3月 生まれ お砂
場水遊び、誕生会

10:00～ 11:00

3 火

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育(1歳)保育園での生活を親子で体験しません
か?同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

9:30-11:00

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700、 前日1200まで)

有料 (給食費)

親子体験保育 保育園つてどんな所?親子で一緒に体
験してみませんか? 鋭30～給食終了

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

よちよちひろば(0～ 9か月)お子さんを遊ばせながら保
護者同士でお話しましょう 臨床心理士によるマザリー
ズのミニ講座があります

10:00～ 11:00

高ヶ坂保育園 牢
あそぼう会 身体測定 地域のお友だちの身体測定を行
います 大きくなつたかな? 10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約(6/251390～ )
大きくなつたかな 身体測定・育児相談 看護師や保育
士とゆっくりお話しましょう

10:00～ 11:00

4 ホ

町田南保育園
要予約 (3組 平日1000
～1700)駐車場7台

誕生会(1～ 5歳)保育園の誕生会で一緒にお祝いしま
しょう 誕生会の後は保育園のホールや園庭で遊べます

9:30-12:30

成瀬くりの家保育園 要予約 (6/251300～ )
お部屋であそぼう 製作を楽しみながらお部屋でゆつくり
過ごしませんか

10:00-11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ1(0～ 3歳 )水遊びおもちゃ工作 10:00～ 11:00

こうりん保育園
要予約 (5組)都営金
森第6アパート第2集会
室 購菫爆4台

七夕飾り(1～ 5歳 )Jヽさい笹もプレゼントします お家で
飾つてくださいね (予約受付平日10∞～17●0)

10:30～ 11:30

5 ホ

光の原保育園 要予約 (10組 )

つくつて遊ぼう(1～ 5歳 )色とりどりの七夕飾りを作りま
しょう

10:00-11:00

こびとのもり保育園
要予約 (7組 6/25
10:00～ )

七夕飾りをつくろう(1～ 2歳児)親子で楽しく七夕飾りを
作りましょう

10:00-11:00

| 金

もりのおがわ保育園
要予約 (3組 6/25
9:30～ )

7月 誕生会(0～ 3歳 )7月 生まれのお友だち、保育園の
誕生会に遊びに来ませんか?手作りの誕生カードのプ
レゼントもあります

9:50-11:00

成瀬南野保育園
要予約 (お祝い2組・見
学3組 6/25900～
6/30締切)

七夕誕生会 誕生月のお友達にはカードのプレゼント
があります 保育士からの楽しい出し物をみたり、みん
なでお祝いをします

10:00～ 10:40

9 日

光の原保育園 要予約 (2組 )
体験保育(2歳)保育園での生活を親子で体験しません
か?同年齢のお友だちと楽しく遊びましょう

9:30-11:00

高ヶ坂保育園
要予約 有料 (給食代
300円 )

体験保育(2～ 5歳 )保護者の方と一緒に給食までの時
間を在園児と一緒に過ごしませんか? 眈30～給食終了

市立金森保育園
要予約 (15組 6/25～

平 日9ЮO～ 1700)
ふれあい手〕み 11館

育児講座「赤ちゃんと話そう」(0歳)赤ちゃんとの接し方
について講師から話を伺います 親子共靴下着用
駐車場10台

10:00-11:30

こばと保育園
要予約(8組 6/25
1000～)駐車場あり

ベビーマッサージ(2～ 12か月)どこでも簡単にできる
マッサージをいつしょに楽しみましょう !

バスタオル・飲み物持参
10:00～ 11:30

こうりん保育園
要予約 (10組 )都営金
課第6アパート第2集会
室 駐車場4台

寝相アート(0歳)テーマは「夏」お家から衣装を着て
来てもOK、 持つてきてもOK(予約受付平日1000～
17:00)

10:30～ 11:30

10 火

高ヶ坂保育園 鬱
あそぼう会 誕生会 7月 生まれのお友だちの誕生会を
行います 歌とカードのプレゼントがあります 誕生会は
11:00-

9:30-12:00

町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

0蔵児みるくクラブ(0歳児クラス)園のお友達と一緒に
歌や手遊び、読み聞かせなどを楽しみましょう 外遊び
もできます 園見学も可

9:45-10:15



日 曜 主催施設 予詢0費用・場所他 イ
^ン

ト名‐.(対象年齢)・イベント向害 時間|

10 火

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

ぷちわんひろば(10か月～1歳5か月)親子やお友だち
と一緒に紙ふぶきで遊びましょう 7月 生まれのお祝いも
します

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園
要予約(5組)他の日
でも個別対応可能
駐車場5台

プレママ&新米ママの初めて育児 初めてお産を迎え

る方・産後2～ 3か 月の方、赤ちゃんのいる暮らしについ

てお話しませんか?園見学も可

10:30-11:00

水

成瀬南野保育園
要予約 (10組 6/25
900～ 6/30締切 )

ベビーヨガ(首が据わつているお子さんから12か月まで)

赤ちゃんとママが一緒に出来るヨガです お子さんを持
ち上げることがあります 飲み物、バスタオル持参

9:30～ 10:30

レイモント
・
南町田保育園

お誕生日会 保育園のみんなと一緒に、お誕生日のお

祝いに参加してみませんか?お気軽にお越しください
10:00～ 10:30

こうりん保育園
要予約 (5組)都宮金

森第6アパート第2集会
室 駐車場4台

寝相アート(1～ 5歳)テーマは「夏」 お家から衣装を着

て来てもOK、 持つてきてもOK(予約受付平 日1000～

17:00)

10:30～ 11:30

ハッピードリーム鶴間 南町田会館Bホール
にこにこランド ふれあいあそびやパネルシアターで楽し

く遊びましょう お誕生日月のお友だちは誕生日会を行
います

14:00～ 15:00

光の原保育園 Ω
親子体操(1～ 5歳)親子で一緒に体操しましょう 心も

体もリフレッシュできますよ
14:30～ 15:30

12 ホ

こうりん保育園
要予約 (5組 ～7/9)

駐車場4台
お楽しみ会 職員の出し物の他7月 生まれの誕生会も

行います (予約受付 10ЮO～ 1700)
10:00-10:45

市立金森保育園
成瀬台ゆりの木会館
駐車場なし

ゆりつこひろば おままごとやプロックなどたくさんおも

ちゃで遊びましょう 体操やエプロンシアターを楽しみま

しょう

10:00-11:00

光の原保育園 要予約 (8組 )

ベビーマッサージ(4～ 11か 月)ベビーマッサージで赤

ちゃんの心もからだもスッキリ 各自バスタオルを1枚ご

持参ください

10:00-11:00

成瀬くりの家保育園 要予約 (6/251300～ )

誕生会 7月 生まれのお友だちの誕生会です 保育園の

お友だちと一緒にお祝いをしましよう
10:15-11:00

'3

金

こばと保育園
要予約 (10組 6/25
1000～)駐車場あり

誕生会(2か月～5歳)7月 生まれの誕生会 !お誕生会
に参加したあとは、ステキな衣装を着て記念撮影をしま
せんか?

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

17:00)

こあらくらぶ(生後2～ 7か 月)H3011月 生まれ以降 いつ

でもどこでもベビーマッサージ 春のコース3(全3回 )

持ち物ブヽスタオル
10:00～ 11:00

レイモンド南町田保育園
要予約 (10組)予約受
付時間(930～ 1000)

ベビーマッサージ(2か月～1歳)人気のベビーマッサー

ジを体験してみませんか ?癒しの時間を味わいに来てく
ださい 持ち物右

10:00-11:00

南つくし野保育園 要予約

みんなのおへや開放 お部屋の開放をしています 色々

なおもちゃがありますよ どうぞお気軽に遊びにきてくだ
さい

10:00-11:30

17 火

高ヶ坂ふたば保育園
要予約 (平 日9ЮO～

1700)保 護者食事代
300円

体験保育(2～ 5歳)親子で同年齢のクラスに入つて、園

児と楽しく過ごしましょう 給食も食べます
9:15-12:00

光の原保育園 要予約 (10組 )
絵の具で遊ぼう(1～ 5歳)絵の具を使つて遊びましょ

う!汚れてもいい服装で来てください
10:00-11:00

市立金森保育園
金森図書館 (2階おはな
し室)第2駐車場をご
利用ください

たのしいおりがみ (1～ 5歳 )お子さんを遊ばせながら、

大人が季節の折り紙を楽しみます 時間に遅れないよう

にお越しください

10:30-11:30

:8 ホ

南つくし野保育園
要予約 1回 (各クラス3

組)有料 (昼食1食300
円おやつ1食loo円 )

親子体験保育 (3か月～5歳)保育園つてどんなとこ

ろ?親子で体験してみませんか ?給食・離乳食もご用意
7・去ます

9:30～給食終了

市立金森保育園
気象状況により中止あ

り 地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

どろんこあそび どろんこの感触を楽しみましょう 親子

共に汚れてもよい服装でご参加ください 各自着替え、タ

オル、帽子、飲み物持参

10:00～ 11:00

高ヶ坂ふたば保育園 おひさまくらぶ2(0～ 3歳 )プール開放 10100-11:00

19 ホ 町田わかくさ保育園
要予約 (5組 )

駐車場5台

1歳児まんまクラブ(1歳児クラス)1歳児クラスのお友だ

ちと一緒に歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどを楽し

みましよう 外遊びもできます (園見学も可)__
9:45-10:15

20 金

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

わくわくフライデー 言葉がおそい、場に慣れにくい等お

子さんの対応で困つている保護者の方いませんか
一緒に遊びましよう              __

D:00-11:30

ハッピードリーム鶴間
ハッピーこっこ 紅茶を飲んでほつと一息入れながら楽し

く遊んだりお喋りしましょう
9:30～ 11:00



日 ■ 主催鷹露 予約1資鵬1場所他 イベンHH対鰤 )|イヘ沐 自害| 時間

20 金

ハッピードリーム鶴間 ・心
ゆめたまご(妊婦～4か 月)これからの育児に関する不
安や悩みなど、先輩ママや同じプレママに話してみま
しょう !

9:30-11:00

町田わかくさ保育園
要予約 (10組 )雨天時
中止 駐車場5台

ボディーペイントボディー用の絵の具で大変身 !親子
で体に絵の具を塗つて遊びましょう♪(シャワー利用可)

10:00～ 10:30

成瀬くりの家保育園
要予約 (6/251300～ )

参加費500円 一時保
育代別途

フラワーセラピー お花に触れてリフレッシュしませんか 10:00～ 11:00

ねむの木保育園 要予約 (定員3名 )
プレママひろば(妊婦～生後4か月)汗パッドを手作りし
たり、保育園のおやつを試食したりします

14:00-15:30

2, 土 レイモント
・
南町田保育園 ▽

・
。00

夏祭り 保育園の夏祭りに参加してみませんか?みんな
で楽しい時間を過ごしましょう

未定

24 火

こびとのもり保育園
要予約 (3組 6/25
10:00～ )

7月 お誕生会 7月 生まれのお友達、保育園のみんなと
お誕生日のお祝いをしましょう 手作りのカードをプレゼ
ントします

9:30～ 10:30

市立金森保育園
地域専用駐車場5台

(9:30～ 16:00)

よちよちひろば(0～ 9か月)お子さんを遊ばせながら保
護者が交代して「花火の折り紙」を楽しみましょう

:0:00-11:00

町田南保育園
要予約 (10組 平日
10:00-17:00)

駐車場7台

子育てママのストレッチ 日頃の疲れを癒しましょう ご
家庭でもできるストレッチを講師を招いてお教えします
お子さんも一緒にどうぞ

10:00～ 12:30

25 ホ

高ヶ坂ふたば保育園 0・ b00
おひさまくらぶ3(0～ 3歳)プール開放・身体測定・誕生

10:00～ 11:00

光の原保育園 雨天・低気温中止
プール開放(1～ 3歳 )保育園のお庭でプール遊び、水
遊びを楽しみましょう 持ち物:水着、バスタオル、飲み物

11:00～ 12:00

21 ホ

光の原保育園 惨
わらべうた 伝承遊びのわらべうたで親子のふれあいを
楽しみましょう

10:00～ 11:00

町田わかくさ保育園 駐車場5台
身体測定 &誕生フォト 身体測定。お気軽育児相談 誕
生月のお子さんは親子で記念撮影し誕生フォトカードを
作ります

10:30～ 11:00

こびとのもり保育園
プール開放 保育園のプールを開放します 遊びに来
てください 大きいプールは2歳児以上、2歳以下はビ
ニールプールになります 持ち物有

11:00～ 12:30

市立金森保育園
気象状況により中止あ
り 地域専用駐車場5台

(9:30-16:00)

みずあそび(1～ 5歳 )プールやタライ(オムッ使用)で遊
ぼう 水着(オムッ、パンツ可)タオル、日よけ帽子、水分
をお持ちください

11:45-12:45

27 金

南つくし野保育園 義
ちょっとほっとカフェ(2～ 5歳 )子育て中の保護者同士
でお茶を飲みながらお話しませんか ?健康相談・身体測
定もしています

9:30～ 11:00

こばと保育園
要予約 (3組 6/25
1000～)駐車場あり

体験保育 (0歳)こばとの保育を体験してみませんか ? 10:00～ 11:00

レイモント
・
南町田保育園

要予約 (6組)予約受
付時間(a30～ 16ЮO)

マタニティサロン(妊娠期のお母さん)妊娠中の悩み
や、これから生まれてくるお子さまについてみんなでお
しゃべりしませんか ?

10:00-11:00

13むの木保育園 要予約 (定員15名 )

みんなで遊ほう～保健講座と水遊び玩具作り～ 園の
看護師から保健についてのお話を聞いたり、水遊び玩
具を手作りします

10:00-11:30

28 土

レイモント
・
南町田保育園

Saturdayれ もんてぃ 土曜日にも園開放「れもんてぃJを

行つております お気軽に遊びに来てくださいね !

9:30～ 12:30

ハッピードリーム鶴間
要予約 (平 日1000～
1700定員になり次第
締め切り)

百児講圧「子どもの偏食について」 お子さんの偏食に

悩んでいる方はいませんか 保育園の栄養士が子ども
の偏食について話をします

10:00-11:30

こばと保育園
要予約 (6/25 10:00
～)お車での来場はご
遠慮ください

夕涼み会 屋台や盆踊りを一緒に楽しみませんか? i6:30～ 18:30

30 日 市立金森保育園
ふれあいもみじ館 駐
車場10台 親子共靴下
着用

ぶちわんひろば(10か月～1歳5か月)お子さんを遊ば
せながらおしゃべりしましょう タオルプランコでゆらゆら
揺らして遊びます

10100-11:00

31 火 光の原保育園 ⑮
みんなのひろば おもちゃであそぼう お友達と一緒に
楽しく遊びましょう 保護者同士のお話も楽しめますよ

10:00～ 11:00

運針″鵡:亜転%tむ。端・4。 bず翻郵鑓針鬱硯唖転%号
7



★☆子どもセンタニけあた7ログラム★☆

◆膠あんキリス
日時:7月 0日・:3日 (金曜日)‖ :00～ ‖:30

場所:3階「うふこJ

対象80歳～輌学前の乳幼腱 その保腰書
内害:親子体操、手遭び、ゲ‐ム、工作、おけ こ

◆ホちゃんタイム

日時:7月

'2日

ttE日)‖ :00～正午
場所:3階『ろふこ』
対象80戯0乳肛 観 護者
向害:ふれあい遊び、おしぼψ諄イ&手形足型スタン7むこ

◆榊 し膨 春書
日時:7月 2日 (日曜日):::00～ :::30

場所82階 rtにぅJ

対象80歳～輔学前の乳幼臓 の日腰書
内害:絵本・紙芝居、パネ′ιシアター、わらべうた0こ
ボランティア:ra勝むしこんからιlんJによ

…
IH11合わせ先 l

子にもセンター膠あた 金森4-5-7 TEL8042-788-418:

t

繊 撃れン′～:… z■陶鴫R-3-r～

今― t:鶴本的に毎日火曜日(*9日・12月けホ曜日)

20:8鐸●月20日・7月24日・8月28日 09月20日 *・ :0月23日 01:月 27日・:2月 20日 *

20191軍 :月29日 02月20日 03月20日

時間 : :3:30～ :4:30
対象 :'0代から22敵くJ秘晴曜0ィィこ橿帽駐ん
場所 :生涯学習センター(旧 :00MACHIDA I階 )保青室

※予約惨必専昴 l奉せん お気軽にお越しください

a子さんを通膠世なから、 ′『わたわ7-卜鰤相じ―ションした背景てお子さんの
7…

…

膨)

間ιl含
―

:― 子青て相餞セシター 電話042-789-7545
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※喜予約のイベントは■□全ぬ雪日をしてください
このカレンダーは町田市子ども生活部子育て推進課が発行しております

層邑言舌 042-724-4468(雇望質登)  Fax 050-3101-9459

「この冊子は、8733部 (5地域分)作成し、1部あたりの単価は52円です(職員人件費を含みます)」

8 この印鋼機は、鋼麟離0経ヘ
lJサイク″レてきます炒


